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【grappino2F レンタルボックス『ｇギャラ』について】 

 

2 階雑貨フロアでは、地元クリエーターさんのための販売展示ボックス「gギャラ（ジーギ

ャラ）」を設けています。皆様の作品の販売や発表の場としてご利用ください。 

ご希望の方は本書をお読みいただき、ご了解のうえお申し込みください。 

 

①クリエーター(作家)とは 

オリジナルな作品を制作している方や工房。アーティスト、ハンドメイド作家、職人さ

んなど(以下、作家と称します)。手芸、ハンドメイド、工芸、デザイン、アート作品、

自費出版を製作している方。プロアマ問いません。未成年の方は保護者の同意書が必要

です。 

 

②展示可能な作品について 

作品とは、ご自身で制作されたオリジナルの作品のことです。 

「作品例」絵画、写真、版画、ポストカード、アクセサリー、焼き物、ガラス食器、ハー

バリウム 、織物などの様々な創作活動で制作された作品。 

下記の作品は禁止いたします。 

・法律で販売を禁止されているもの。 

・既製品、中古品、材料や素材のままのもの。 

・公序良俗に反するもの。 

・個人の権利を侵害するもの。（著作権、商標権、肖像権など） 

・知的財産権など各種規制に触れるもの。 

・飲食料品、化粧品、薬品、生きた動植物、危険物。 

・政治、宗教に関するもの。 

・当店のコンセプトに合わない作品の場合はお断りすることがあります。 

・一つのボックスをグループでご利用することはできません。 

 

③レンタルボックスのご利用と更新について 

・契約は 1ヶ月単位とさせていただきます。 

月初日から月末日までを契約期間とし、日割り計算、一日単位のお申し込みはできま

せん。 
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・ 毎月 15日前までに解約のお申し出がない場合は自動更新となります。 

・ 契約期間中、当店では毎月 2日程度の休業日を設けますが、日割り計算は行いません。 

・レンタル料金は 1 ヶ月税込み\500～\2,000（場所により異なります）となり、先払い

にてお支払いいただきます。  

 

④契約解除について 

・当店が不適当と考えた作品やお取引状況の場合は契約を解除する場合があります。そ

の場合は契約解除の 15日前までにお伝えします。 

・作家様が契約を解除したい場合は、月末締め日の 15日前までにお申し出ください。 

その場合は契約期間中でありましても、日割り計算はできませんのでご了承ください。 

 

⑤作品の販売について 

・作品は当店にて販売とラッピングの代行を致します。 

・販売手数料は 1ヶ月の販売価格（税込み）の 20%を頂戴します。 

 

⑥レンタル料金と販売商品代金のお支払いについて 

・レンタル料金 

1ヶ月のレンタル料（※別資料あり） 

Ⓐ棚 

① 最上段 1段 / \2,000（税込） ②中上段 1段 / \1,500（税込）  

③ 中下段 1段 / \1,000（税込） ④最下段 1段 / \500（税込） 

Ⓑ棚 

① 最上段 1段 / \1,300（税込） ②中上段 1段 / \800（税込）  

③ 中下段 1段 / \500（税込）  

・商品代金 

1ヶ月間の販売金額から販売手数料 20％を差し引いた 80％の金額。 

・毎月 5日～月末の間に、店頭にて現金にて商品代金をお支払いいたします。 

 その時に合わせて次月のレンタル料金のお支払いをお願い致します。 

  ※ご来店日時が決まりましたらお電話にてご予約をお願い致します。 

               grappino 2階雑貨 TEL：0853-25-0356 

・ 販売商品代金受け取り時には必ず｢領収証｣と「印鑑」をご持参ください。 

※領収証が無い場合には原則お支払いが出来ませんので、必ずご持参ください。 
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・金融機関へのお振込みは出来ません。 

 

⑦お申し込み時に持参いただくもの 

1.身分証明書（免許証など） 

当店では個人情報を大切に扱います。 

個人情報保護法により、当店で得た情報を第三者へ開示する事はございません。 

ただし商品購入者に対して、必要な場合には連絡先を通知する場合がございます。 

2.お申込書  

3.印鑑(お申込書に捺印いただくもの) 

4.レンタル料金 

 

⑧値段設定と値札について 

・店頭販売価格はご自身でお決めください。 

・値札   

「本体価格＋税」の表記を記入ください。 

見やすい数字ではっきりと記入ください。 

作家様別の記号をお伝えしますので、そちらも読みやすく記入ください。 

基本的に販売時に値札はレジにて回収いたしませんが、ご希望があればご相談くださ

い。 

 

⑨作品搬入について 

搬入、搬出の際には店舗スタッフとともに点数や商品内容を確認（検品）してください。 

納品に付きましては、ご希望日の前日までにお電話にてご来店日時のご予約をお願い致

します。 

※ 出店者名と棚番をお伝えください。 

grappino 2階雑貨 TEL：0853-25-0356  

時間は 11時～18時の範囲内でお願いいたします。 

他の時間をご希望の場合は対応可能な場合もありますのでお問い合わせ下さい。 

運送便にて商品を送られることはご遠慮ください。 
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・搬入時持参していただくもの 

1.作品 値札添付済み 

2.作品の搬入伝票  

3.ボックス内のディスプレイ用の備品等(ある場合) 

 

⑩作品陳列について 

搬入当日にご自由に陳列、ディスプレイください。 

当店スタッフは基本的に作品陳列、ディスプレイを行いません。 

以下の行為は禁止とさせていただきます。 

・商品陳列以外の長時間に渡る作業 

・強い匂い、大きな音がする陳列など 

・他の作家やお客様の迷惑になること 

・レンタルボックスの範囲、境界を超えての陳列 

・過剰に詰め込んだ陳列 

・店舗什器や備品に傷やや汚れをつける行為、釘、ピン、テープ貼り付けなど。   

陳列された後に当店で商品整理などを行い陳列を変更する場合があります。予めご了

承ください。 

 

⑪作品に対する店舗のお客様よりのクレームや修理依頼 

作品の不良などによるクレームや修理、交換などは購入のお客様と作家の間で直接話し

合って対応下さい。当店は関与いたしません。 

その場合は作家の連絡先を購入者様にお伝えしますのでご了承下さい。 

 

⑫店頭での破損、盗難 

店頭での商品の管理には最善の注意をはらいますが、商品の盗難に付きましては、税抜

き販売価格の 30％を負担させていただきます。 
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⑬レンタルボックス内 POP 

・作家紹介 

当店では作家紹介の POP をボックス単位で表示させていただいております。 

ペンネームなどでも可能ですので、必ず「作家名・ブランド名」を付けて頂きますよう

お願い致します。申込書に簡単な自己紹介をご記入ください。 

・その他 POP 

作品の PR の為の POP の設置、ご自身の PR の為のカードやチラシを設置していただ

くことはご自由にしていただいて結構ですが、公序良俗に反する内容、各種規制に触れ

る内容は禁止いたします。 

 

⑭ラッピング・資材 

販売時の包装はレジにて当店の資材で行います。 

独自にご用意されている箱や包材などがある場合はご相談ください。 

 

 

※ この内容は改定される場合があります。 
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別紙 ⑥の補足資料 

 

レンタル用の棚使用と料金に付いて 

 

Ⓐ棚 

什器サイズ 高さ 120cm×幅 80cm×奥行き 40cm   

商品を置くことができる棚のスペース（1枚分） 幅 80cm×奥行き 39.5cm 

 

① 最上段 床から 120cm の位置                 \2,000（税込） 

② 中上段 床から 83cm の位置  上の棚までのスペース 35cm  \1,500（税込） 

③ 中下段 床から 46cm の位置  上の棚までのスペース 35cm  \1,000（税込） 

④ 最下段 床から 10cm の位置  上の棚までのスペース 35cm  \  500（税込） 

 

 

 

                               

  

 

1 番上の段 

高さの上限 50cm

までです 

幅 80.0cm 

高 さ

120cm 奥 行

40cm 

1 段 高 さ

37cm 
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Ⓑ棚 

什器サイズ 高さ 119cm×幅 52.5cm×奥行き 39cm   

商品を置くことができる棚のスペース（1枚分） 幅 52.5cm×奥行き 39cm 

 

利用棚の位置と家賃 

⑤ 最上段 床から 119cm の位置                 \ 1,300（税込） 

⑥ 中上段 床から 82cm の位置  上の棚までのスペース 35cm  \ 800（税込） 

⑦ 中下段 床から 45cm の位置  上の棚までのスペース 35cm  \ 500（税込） 

 

 

 

使用什器画像 

 

        

 

棚 1 枚のスペースは、棚Ⓐに比べて  

幅が 27.5cm 、奥行きが 1cm 小さいサイズなります。 

 

高 さ

119cm 

1 段 高 さ

35cm 

幅 52.5cm 

奥 行

39cm 

1 番上の段 

高さの上限 50cm

までです 


